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平成３１年４月からの富山大学執行部（理事・副学長等）の体制につ

いて別紙のとおり決定しましたのでお知らせします。 

 

 

 （別紙資料） 

   ・新執行部（理事・副学長等）の体制について 

   ・新執行部各人の略歴 

 

 

 

 

富山大学執行部（理事・副学長等）の体制について 
 



 
 

平成３１年１月２９日 

 

 

新執行部（理事・副学長等）の体制について 

 

 

○ 学 長  齋藤 滋（任期 2019年 4月 1日～2023年 3月 31日） 

 

 

 

○ 理事・副学長 （任期 2019年 4月 1日～2021年 3月 31日） 

大学改革、将来計画担当    井上 将彦 

研究担当           北島  勲 

国際、教員評価担当      池田 真行 

教育、入試担当        磯部 祐子 

地域貢献、教養教育担当    武山 良三 

 

 

 

○ 理事・事務局長 （任期 2019年 4月 1日～2021年 3月 31日） 

総務、財務担当        下敷領 強 

  

  



 

○理事（大学改革、将来計画担当）・副学長 

《氏名》   井 上 将 彦 （いのうえ まさひこ） 

《生年月》  昭和３７年１月生 

《任期》   ２０１９年４月１日～２０２１年３月３１日 

《経歴》    

最終学歴  京都大学大学院工学研究科博士後期課程単位取得認定退学 

学  位  平成 ２年 ７月 工学博士（京都大学） 

主な職歴  平成 元年 ７月 大阪府立大学工学部助手 

       平成 ６年１２月 大阪府立大学工学部講師 

       平成 ７年 ９月 大阪府立大学工学部助教授 

       平成１２年１２月 富山医科薬科大学薬学部教授 

       平成１７年１０月 富山大学薬学部教授 

       平成１８年 ４月 富山大学大学院医学薬学研究部（薬学）教授 

       平成２１年 ４月 富山大学教育研究評議会評議員   

             平成３０年 １月 富山大学学長補佐 

 （現在に至る） 

 

《専門分野》 超分子化学、ケミカルバイオロジー 

 

※ 同人の顔写真については、本学ホームページ 

https://www.u-toyama.ac.jp/news/2019/0129.html に掲載していますのでご利用下さい。 

  



 

○理事（研究担当）・副学長 

《氏名》   北 島  勲 （きたじま いさお） 

《生年月》  昭和３２年５月生 

《任期》   ２０１９年４月１日～２０２１年３月３１日 

《経歴》    

最終学歴  昭和５７年 ３月 鹿児島大学医学部卒業 

学  位  平成２年 １１月 医学博士（鹿児島大学） 

主な職歴  昭和５７年 ６月 鹿児島大学医学部附属病院医員 

平成元年  ７月 学校法人東京女子医科大学附属リウマチ・痛風センター助手 

平成２年  ９月 鹿児島大学医学部助手 

平成６年  １月 鹿児島大学医学部助教授 

平成１２年 ９月 富山医科薬科大学医学部教授 

平成１７年１０月 富山大学医学部教授 

平成１８年 ４月 富山大学大学院医学薬学研究部（医学）教授 

平成２１年１１月 富山大学医学部医学科長（平成 23年 10月まで） 

平成２４年 ４月 富山大学保健管理センター杉谷支所長（平成 28年 3月まで） 

平成２５年 ４月 富山大学附属病院副病院長（平成 27年 3月まで） 

平成２７年１１月 富山大学医学部長 

                富山大学大学院医学薬学教育部長（平成 28年 3月まで） 

平成２８年 ４月 富山大学大学院医学薬学研究部長（平成 30年 3月まで） 

平成３０年 ４月 富山大学大学院医学薬学教育部長 

               （現在に至る） 

 

 

《専門分野》 病態検査学臨床検査学、臨床化学、分子病態解析学 

 

※ 同人の顔写真については、本学ホームページ 

https://www.u-toyama.ac.jp/news/2019/0129.htmlに掲載していますのでご利用下さい。 

  

  



 

○理事（国際、教員評価担当）・副学長 

《氏名》  池 田 真 行 （いけだ まさゆき） 

《生年月》 昭和４１年１１月生 

《任期》  ２０１９年４月１日～２０２１年３月３１日 

《経歴》    

最終学歴  平成８年  ３月 東京医科歯科大学大学院医学系研究科博士課程修了 

 学  位  平成８年  ３月 博士（医学）（東京医科歯科大学） 

主な職歴  平成８年  ４月 早稲田大学人間総合研究センター助手 

平成１２年 ４月 早稲田大学理工学総合研究センター客員講師 

平成１３年１０月 財団法人大阪バイオサイエンス研究所研究員 

平成１７年 １月 富山大学理学部助教授 

平成１８年 ４月 富山大学大学院理工学研究部（理学）助教授 

平成１９年 ４月 富山大学大学院理工学研究部（理学）准教授 

平成２６年 ４月 富山大学大学院理工学研究部（理学）教授 

平成２６年 ７月 富山大学理学部副学部長（平成 29年 3月まで） 

平成２７年 ４月 富山大学教育研究評議会評議員（平成 29年 3月まで） 

平成２９年 ４月 富山大学理学部長 

                富山大学大学院理工学教育部長 

                  （現在に至る） 

 

《専門分野》 時間生物学、睡眠科学、神経生理学 

 

 

 

 

※ 同人の顔写真については、本学ホームページ 

https://www.u-toyama.ac.jp/news/2019/0129.htmlに掲載していますのでご利用下さい。 

 

  



 

  

 

○理事（教育、入試担当）・副学長 

《氏名》  磯 部 祐 子 （いそべ ゆうこ） 

《生年月》 昭和３０年１２月生 

《任期》  ２０１９年４月１日～２０２１年３月３１日 

《経歴》    

最終学歴  昭和５６年 ３月 東北大学大学院文学研究科博士前期課程修了 

学  位  昭和５６年 ３月 文学修士（東北大学） 

主な職歴  昭和５８年 ４月 東北大学文学部附属日本文化研究施設助手 

昭和６１年 ４月 高岡短期大学産業情報学科講師 

平成３年  ４月 高岡短期大学産業情報学科助教授 

平成１２年 ４月 高岡短期大学地域ビジネス学科助教授 

平成１３年 ４月 高岡短期大学地域ビジネス学科教授 

平成１６年 ４月 高岡短期大学教育研究評議会評議員（平成 17年 9月まで） 

平成１７年１０月 富山大学人文学部教授 

平成１７年１０月 富山大学高岡短期大学部に併任（平成 22年 3月まで） 

平成２９年 ４月 富山大学人文学部長 

         （現在に至る） 

 

《専門分野》 中国文学、和漢比較文学 

 

 

 

 

※ 同人の顔写真については、本学ホームページ 

https://www.u-toyama.ac.jp/news/2019/0129.htmlに掲載していますのでご利用下さい。 

 

  



 

○理事（地域貢献、教養教育担当）・副学長 

《氏名》  武 山 良 三 （たけやま りょうぞう） 

《生年月》 昭和３１年７月生 

《任期》  ２０１９年４月１日～２０２１年３月３１日 

《経歴》    

最終学歴  昭和５５年 ３月 京都市立芸術大学美術学部西洋画科卒業 

学  位  昭和５５年 ３月 芸術学士 

主な職歴  昭和５６年 ２月 日本サイン株式会社デザイン室デザイナー 

昭和６１年 ５月 日本サイン株式会社デザイン室チーフデザイナー 

(昭和 62年 7月まで) 

昭和６２年１０月 株式会社ストロイエ取締役 

平成元年 １０月 株式会社ストロイエ代表取締役 

平成９年  ４月 高岡短期大学産業工芸学科助教授 

平成１２年 ４月 高岡短期大学産業デザイン学科助教授 

平成１５年 ２月 高岡短期大学産業デザイン学科教授 

平成１７年１０月 富山大学芸術文化学部教授 

平成１７年１０月 富山大学高岡短期大学部に併任（平成 22年 3月まで） 

平成２３年 ４月 富山大学学長特別補佐（平成 25年 3月まで） 

平成２５年 ４月 富山大学芸術文化学部長 

                 （現在に至る） 

 

《専門分野》 情報デザイン、景観計画 

 

 

 

 

※ 同人の顔写真については、本学ホームページ 

https://www.u-toyama.ac.jp/news/2019/0129.htmlに掲載していますのでご利用下さい。 

 

  

  



 

○理事（総務・労務担当）・事務局長 

《氏名》  下 敷 領 強 （しもしきりょう つよし） 

《生年月》 昭和３９年３月生 

《任期》 ２０１９年４月１日～２０２１年３月３１日 

《経歴》 

主な職歴  昭和５７年 ４月 東京大学 

平成１４年 ４月 島根大学会計課長 

平成１８年 ４月 文部科学省高等教育局国立大学法人支援課課長補佐 

平成２０年 ４月 文部科学省高等教育局大学振興課大学入試室室長補佐 

平成２２年 １月 文部科学省高等教育局学生・留学生課課長補佐 

平成２２年 ７月 文部科学省大臣官房総務課課長補佐 

平成２４年 １月 文部科学省高等教育局国立大学法人支援課 

国立大学法人評価委員会室長 

平成２４年 ４月 文部科学省高等教育局国立大学法人支援課国立大学戦略室長 

平成２５年 ４月 国立大学法人群馬大学総務部長 

平成２８年 ４月 国立大学法人大阪大学総務部長 

平成３０年 ９月 国立大学法人富山大学理事・事務局長 

（現在に至る） 

 

 

※ 同人の顔写真については、本学ホームページ 

https://www.u-toyama.ac.jp/outline/officer/vice-st.html に掲載していますのでご利用下さい。 
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